
 

 

 

 

 

新発田中央高校でワンランク上の高校生活を 
 本校は 100 余年の歴史と伝統を誇る私立高校です。キャリア教育を

学校の中心に据え、あらゆる活動をとおして自己の生き方や進路を考

える力、社会の中で生きていく力を育成します。 

全教室に整備された Wi-Fi 環境や電子黒板、県内最大級の屋内練習

場（写真）など恵まれた環境の下、勉強に部活動に行事に、思う存分

打ち込むことができます。 

９割以上の生徒・保護者が「入学して良かった」と答える新発田中

央高校で、ワンランク上の充実した高校生活を送ってみませんか。 

 

男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・男子ｿﾌﾄﾃﾆｽ・陸上男子走高跳 全国大会へ 

  

県高等学校総合体育大会において、男子バレーボール部が２０年ぶりに優勝、男子ソフトテニス部の鈴

木翔大(紫雲寺中)・桐生青空(黒川中)ペアが５位に入賞、陸上競技部の阿部煌太(加治川中)が男子走高跳

で県大会６位、北信越大会で３位に入賞し、それぞれインターハイ出場権を獲得しました。また、自転車

競技の髙橋壮(猿橋中)が県大会のロードレースで４位に入賞、北信越大会でもスクラッチで７位に入るな

ど健闘しました。 

また、卓球部では男子ダブルスで藤間康樹(七葉中)・渡邉恵太(川東中)組が県大会でベスト８に入り、

中部日本選手権大会ダブルスの県代表に推薦されました。なお、同大会シングルスでは、渡邉恵太、齋藤

大輔(水原中)、須貝力大(川東中)の３名が県予選を突破し本大会への出場権を得ています。 

 

◆春季大会の主な成績（地区大会：団体３位、個人ベスト 16 以上、県大会：ベスト 16 以上） 

部 活 動 名 地区大会 県大会 北信越大会 

ﾊ ﾞ ﾚ ｰ ﾎ ﾞ ｰ ﾙ 部 男子 優勝   女子 ２位 男子 優勝（全国大会出場） ベスト８ 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 女子 ２位 女子 ベスト８  

ｿ ﾌ ﾄ ﾃ ﾆ ｽ 部 

男子団体 優勝 

個人 優勝・２位・３位 

ベスト 16（２ペア） 

女子個人 ベスト 12 

男子団体 ベスト８ 

  個人 ５位 

（全国大会出場） 

男子個人 初戦敗退 

陸 上 競 技 部 

男子走高跳 ５位 

男子 400ｍR ８位 

女子 200ｍ ５位・６位 

女子 400ｍ ６位 

女子 400ｍR ７位 1600ｍR ８位 

男子走高跳 ６位 

   （北信越大会出場） 

男子走高跳 ３位 

（全国大会出場） 

卓 球 部 
男子シングルス ベスト 16（２人） 男子ダブルス ベスト８ 

（中部日本大会出場） 

 

ﾊ ﾞ ﾄ ﾞ ﾐ ﾝ ﾄ ﾝ 部 男子ダブルス ベスト８   

自 転 車 競 技 トラックレース ２種目で２位 ロードレース ４位 スクラッチ ７位 

自転車競技 県大会４位・北信越大会７位、卓球男子 中部日本大会へ 



全国大会出場者に抱負を聞きました 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９割以上の生徒・保護者が「中央高校に入学してよかった」 
昨年度実施した学校評価アンケートの集計結果の一部を紹介します。表中の数値は、各質問に対して、

「よく当てはまる」または「やや当てはまる」と答えた人の割合（％）です。 

№ 質  問  項  目 生徒 保護者 

１ 分かりやすい授業が多い。学校は学力向上に積極的に取り組んでいる。 90.9 92.2 

２ 進路指導が充実している。 94.6 91.7 

３ 部活動が活発である。 91.4 94.2 

４ 体育祭・中央祭など行事が充実している。 94.2 89.2 

５ 施設・設備が充実している。 87.7 89.4 

６ 基本的な生活習慣が身につくよう指導してくれる先生が多い。 96.8 93.5 

７ 親身になって相談にのってくれる先生が多い。 93.8 90.4 

８ 何事にも一生懸命な先生が多い。 95.2 94.8 

９ 学校生活は充実している。 91.7 89.5 

10 新発田中央高校に入学して良かった。 91.5 94.9 

高校に入って練習もきつくなりやめようと思ったこともあり

ましたが、辛い練習を乗り越えて努力してきたことが優勝という

形で報われ嬉しく思います。全国大会では、県予選で戦った相手、

試合に出られない仲間、指導してくださった先生や先輩の期待や

思いを胸に、一つひとつのプレーを楽しむ気持ちで試合に臨みた

いと思います。（服部将真：バレーボール／村上第一中） 

２年生の春高予選の決勝で敗れた悔し

い思いをバネにどんなに辛くても負けず

に練習を頑張ってきました。その練習の

成果と応援してくれている人たちのお陰

で優勝をつかみ取ることができました。

本当にありがとうございました。これか

らも応援よろしくお願いします。 

（本間響：バレーボール／村上東中） 

２年の冬の北信越大会で全国大会常

連の選手に完敗したことが悔しく、自分

も全国の舞台に立ちたいと考えるよう

になりました。どうすれば相手に勝てる

か考えながら練習に取り組み、ペアの鈴

木君とお互いの考えを理解しながら試

合をすることで、負けなくなってきまし

た。団体戦がベスト８で終わってしまっ

た悔しさを全国大会で晴らしてきます。

（桐生青空：ソフトテニス／黒川中） 

昨年の県総体のインターハイ出場決

定リーグで敗れてから、全国大会がはっ

きりとした目標に変わりました。今年の

大会も準々決勝で敗れ決定リーグに回

りましたが、今まで培ってきたすべてを

出し切ろうと必死で相手に食らいつき、

全国大会出場を決めることができまし

た。全国大会では、いつも支え励まして

くれているみんなの分も暴れてきます。

（鈴木翔太：ソフトテニス／紫雲寺中） 

北信越大会で自己ベストの 195 ㎝を跳ん

で３位に入り、目標だった全国大会出場を

達成することができ嬉しく思います。これ

も皆さんの応援やサポートのお陰です。全

国大会では更に高いレベルのパフォーマン

スが求められますが、その場の雰囲気を楽

しみながら自己ベストの更新を目指しま

す。（阿部煌太：陸上競技／加治川中） 



１学期の行事より 

＜学年行事＞ １学年：クイズラリー ３年：スポーツ大会 

１学年は、４月２０日（水）五頭山麓いこいの森でクイズラリーを行い、新しい仲間との親睦を深めま

した。３学年は、４月２７日（水）校内でスポーツ大会を行い、クラスの団結を深めました。 

 

 

 

 

 

 

＜体育祭＞ 学年縦割りチームで優勝競う YouTube でライブ配信も 

６月１４日（火）「Just enjoy it, ok!? ～とにかく楽しもう！～」のスローガンのもと体育祭を開催、

学年縦割りの６チームで、競技、パフォーマンス、チームアイディアの各部で優勝を競いました。新型コ

ロナ対策、熱中症対策に細心の注意を払いながら実施し、保護者には YouTube でライブ配信も行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度入試の結果（定員：６クラス２４０名） 

 今春の本校の入学試験の結果は右表のとおり

です。前年に比べて専願受験者が大幅に増え、

定員２４０名のところ２７４名の入学者となり

ました。来年度入試の詳細については１０月上

旬に公表予定です。 

 受験者(人) 合格者(人) 入学者(人) 

推薦 ４３ ４３ ４３ 

専願 ２１４ １８４ １８４ 

併願 ７９１ ７４１ ４７ 

合計 １，０４８ ９６８ ２７４ 



未定

2%就職

17%

専門

学校

43%

大学・

短大

38%

年
収

約590万円
未満の世帯

約910万円
未満の世帯

約910万円
以上の世帯

392,400円

273,600円

授業料は０円

卒業生の進路状況 国公立大学に５名合格（含過年度卒） 

■国公立大学 新潟大学／山形大学／琉球大学／新潟県立大学／三条市立大学 

■私 立 大 学 法政大学／日本大学／専修大学／獨協大学／神奈川大学 

東海大学／東邦大学／国学院大学／跡見学園女子大学 

白百合女子大学／立正大学／駿河台大学／金沢工業大学 

新潟医療福祉大学／新潟青陵大学／新潟国際情報大学 

新潟薬科大学／新潟リハビリテーション大学／他 

■短 期 大 学 新潟青陵大学短期大学部／日本歯科大学新潟短期大学 

       新潟中央短期大学／明倫短期大学 

■専 門 学 校 大原簿記公務員専門学校新潟校／新潟医療技術専門学校 

新潟公務員法律専門学校／新潟コンピュータ専門学校 

新潟こども保育カレッジ／新潟職業能力開発短期大学校／新潟ビジネス専門学校 

新潟調理師専門学校／看護リハビリ新潟医療保健専門学校／新潟医療福祉カレッジ 

新潟工科専門学校／国際メディカル専門学校／日本こども福祉専門学校／他 

■就   職 (株)石井組／(株)ウオロク／クラレテクノ(株)／(株)栗山米菓／三幸製菓(株) 

グローバルウェハーズ・ジャパン(株)／(株)タシケント／日東アリマン(株) 

ヨネックス(株)／(一社)全日検／自衛官／新潟県警察官／他 

 

年収約 590 万円未満の世帯では学費負担がゼロに 
国の就学支援金制度により、年収約 590 万円未満（両親 

と子供２人世帯における目安。家族構成により年収目安は 

異なる）の世帯では、学費負担がゼロとなります。 

 さらに、非課税世帯に対しては、授業料以外の教育費負 

担を軽減するため、年額 52,600 円～152,000 円の「奨学の 

ための給付金」が支給されます。 

また、本校独自の返還不要の奨学金制度もあります。入学後の申請に基づき決定します。 

対 象 者 給 付 額 

特別推薦入学者（特別Ａ推薦、特別Ｂ推薦） 1 年次：14 万円、2･3 年次：10 万円 

一般推薦入学者（Ａ推薦、Ｂ推薦、Ｃ推薦） 
1 年次：7 万円、2･3 年次：5 万円 

併願入学者のうち成績優秀と認められる者 

兄弟姉妹で在籍している者 ※推薦奨学金との併用はできません。 弟妹に年額 5 万円 

 

オープンスクールに参加しよう！ 

午前（9:00～11:00）新発田市・聖籠町以外の中学生 
午後（13:30～15:30）新発田市・聖籠町の中学生 

 ■詳しくは案内チラシをご覧ください。午前・午後は上記の通りでなくても OK です。 

 ■新発田駅、佐々木駅から無料送迎バスを運行しますのでご利用ください。 

■保護者の方もぜひご参加ください。 

■部活動体験は７月３１日（日）～８月２８日（日）に実施します。 

オープンスクールと部活動体験の申し込みは本校ホームページから。 

右の QR コードからも申し込めます。締め切りは７月２２日(金)です。 

７月３０日（土） 

 


